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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ９月定例会  
 

日 時 平成 30 年９月 18 日（火）      

午後２時～          

場 所 保土ケ谷区役所本館２階２０２会議室  

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について  

       （総務局）…資料 市１  

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
本市では、横浜市防災計画「風水害等対策編」について、水防法等の一部を改正す

る法律や避難勧告等に関するガイドラインの改定、 近の災害を踏まえた対策や横浜

市各区局の取組など、所要の修正を進めています。 

そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見募

集を実施しますのでお知らせします。 

パンフレットを区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページでも公開

します。また、広報よこはま 10 月号でお知らせするほか、記者発表も行う予定です。 

 

○募集期間：平成 30 年 10 月１日（月）～11 月２日（金） 

○応募方法：郵送、Ｅメール、ＦＡＸ  

 

【連絡先】 

総務局危機管理室危機対処計画課 

TEL：671-4359 FAX：641-1677 

Email: so-kikitaisho@city.yokohama.jp 

 

２ 「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針  改訂素案」の

公表及び市民意見募集について  

（教育委員会事務局）…資料 市２  

【資料の送付はありません】  
 
  「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針 改訂素案」の

公表及び市民意見募集を実施します。 

○募集期間：平成30年９月28日（金）～10月29日（月） 

○応募方法：郵送、Ｅメール、ＦＡＸ 

インターネット（横浜市教育委員会事務局ホームページに掲載予定） 

○郵送の宛先：〒231-0017 横浜市中区港町１－１（関内駅前第一ビル３階） 

横浜市教育委員会事務局 学校計画課 

参考資料  
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【連絡先】 

 教育委員会事務局学校計画課 担当：増田・牧野・山本・船越 

TEL：671-3252 FAX：651-1417 

 Email: ky-keikaku@city.yokohama.jp 

 

３ 「ブロック塀等改善事業」の周知について  

（建築局）…資料 市３  

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

 
 平成 30 年６月の大阪府北部における地震によるブロック塀の倒壊による被害が発

生したことを受けて、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、コン

クリートブロック塀等の所有者が実施する除却などの改善工事費を補助する制度を創

設します。 

 本制度の回覧による周知に、ご協力をお願いいたします。 

  

○補助対象：市内全域の道路に面する高さ１ｍ以上の個人所有のブロック塀等 

※別途補助要件あり 

 ○対象工事（補助率）：除却工事（補助率 9/10）、新設工事（補助率 1/2） 

  ※別途標準工事費あり。除却工事と新設工事合わせて補助上限額 30 万円 

 ○制度開始：平成 30 年 10 月４日（予定） 

 
【連絡先】 

建築局建築防災課 担当：元木 

TEL: 671-2930 FAX: 663-3255 

Email: kc-block@city.yokohama.jp 

 

４ 東京 2020 オリンピック･パラリンピック横浜市・都市ボランティアの募集について  

（市民局）…資料 市４  

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
 東京 2020 大会における横浜市・都市ボランティアを募集について、自治会町内会掲

示板における募集チラシの掲出にご協力をお願いいたします。 

 

○募集期間 平成 30 年９月 12 日（水）～12 月 12 日（水） 

 ○活動期間 オリンピック開催期間を中心に東京 2020 大会の開催期間・前後を通じ 

て３日以上 

 ○募集人数 2,500 人程度 

 

【連絡先】 

市民局オリンピック・パラリンピック推進課 担当：吉田 
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TEL: 671-4588 FAX: 664-1588 

Email: sh-olypara@city.yokohama.jp 

 

５ 「キヤノンブレディスローカップ 2018」  

自治会町内会掲示板へのチラシ掲出について  

       （市民局）…資料 市５  

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
平成 30 年 10 月 27 日、ラグビーニュージーランド代表 対 オーストラリア代表戦が

日産スタジアムにて開催されます。市民局では、本試合をラグビーワールドカップ

2019 の機運醸成に向けた重要な試合と位置づけ、共催者として１人でも多くの市民の

皆様に観戦していただきたいと考えています。 

つきましては、自治会町内会掲示板におけるチラシの掲出にご協力をお願いいたし

ます。 

 

○「キヤノンブレディスローカップ 2018」概要 

（１）日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 15：00 キックオフ 

（２）会場：日産スタジアム 

（３）カード：ニュージーランド代表 対 オーストラリア代表 

 

【連絡先】 

市民局ラグビ―ワールドカップ 2019 推進課 担当：鶴見 

TEL：671-4566 FAX：664-1588 

Email: sh-rugby-koho@city.yokohama.jp 

 

６ 平成 30 年度  自治会町内会長永年在職者表彰式について  

       （市民局）…資料 市６  

【資料の送付はありません】  

 
本年度の自治会町内会長永年在職者表彰については、前年度同様、長期在職者の方

を対象とした市長主催による表彰式を開催し、後日別途、各区で区長主催による区長

感謝会を開催します。 

 
○市長主催表彰式について  

（１）表彰対象の皆様  

在職 10 年以上(５年ごと)の皆様をお招きし、市長から表彰させていただきます。 

（２）会場 

市長公舎（西区老松町）を予定しております。 

（３）実施時期 

２月中旬の２日間を予定しております。 
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    ※１日あたり９区の受賞者をお招きし、表彰を行います。 

（４）その他 

当日は、各区から会場への送迎を予定しております。その他、詳細は、決定

次第ご報告させていただきます。 

 
【連絡先】 

市民局地域活動推進課 澤田、熊谷 

TEL：671-2318 FAX：664-0734 

Email：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 
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Ⅱ『区連会議題』  
 
１ 保土ケ谷区内の治安状況について（平成 30 年８月）  

（保土ケ谷警察署）…資料 区１  

【資料の送付はありません】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 保土ケ谷警察署通信について  

 
（保土ケ谷警察署）…資料 区２  

  【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

   
保土ケ谷警察署通信 第 155 号 「空き巣に遭わないように」の回覧をお願いします。 

○犯罪の発生状況（平成 30 年８月末） 

 ８月中  ８月末 前年比 

振り込め詐欺 2 33 +2 

ひったくり  0 1 -1 

空 き 巣  2 17 -2 

自 動 車 盗 0 2 -15 

オートバイ盗 8 48 -20 

自 転 車 盗  13 81 +6 

自動販売機

ね ら い  
0 0 -3 

車上ねらい 9 33 -7 

そ の 他 27 308 -91 

計  61 523 -131 

 ○乗り物盗が増加  
  オートバイや自転車を駐輪する際は、必

ず鍵を掛けましょう。  
○車上狙いの被害防止  

車から離れる際は、鍵を掛け、車内に貴

重品を置かないようにしましょう。  
 

～サギ撲滅の２本柱～  
 ・こんな言葉を電話で聞いたらサギだ！  
 「急にお金が必要！用意して！」  
 「キャッシュカードを預かります」  
 「ＡＴＭで医療費を還付します」  
 ・留守番電話設定のお願い！  
 「犯人は留守番電話を嫌います」  
 「常に留守番電話設定を！」」  
 「留守番電話が作動する前に取らないで！」 
 「迷惑電話防止機能付き機器の  

購入検討を！」  

○交通事故発生状況（平成 30 年８月末） 

  ８月中  ８月末 前年比 

発生件数  54 392 ＋26 

死 者 数  0 4 ＋4 

負傷者数  69 473 ＋60 
 
○８月末現在 

  二輪車、自転車、高齢者に関係する事

故が前年の発生を上回っています。 

  特に、二輪車に係る交通事故は 165 件

（事故全体の約 42％）発生しており、県

内でも交通事故による死者の約３割が

二輪車乗車中によるものとなっていま

す。 

 

 ○秋の全国交通安全運動（9/21～9/30） 

  今年も、秋の全国交通安全運動が始ま

ります。運動の重点の一つに二輪車の交

通事故防止が挙げられています。区内で

は車のドライバーが二輪車を見落とした

ことが原因の事故が多くなっています。

二輪車は昼間でもライトオン走行やプロ

テクターの着用、夜間は目立つ服装や反

射材を身につけるなど、自ら進んで安全

の確保に努めましょう。 

  区民の皆さんも家庭や職場で交通安全

の呼び掛けをしていただき、交通事故ゼ

ロを目指しましょう。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年 8 月 31 日現在） 

（保土ケ谷消防署）…資料 区３ 

【資料の送付はありません】  

 

平成 30 年１月１日から 8 月 31 日までの保土ケ谷区内における火災・救急状況を報

告します。  

■火災状況                     (  )内は横浜市内  

  区分 
年 

火災 
件数 

火災種別 被害程度 

建物 
火災 

車両 
火災 

その他

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 30 年 24(471) 13 5 6 71 0 6 
平成 29 年 24(556) 10 4 10 92 1 0 
増△減 0 (△85) 3 1 △4 △21 △1 6 

  ※ その他の火災とは、雑草及びゴミや車両として運行できない廃車等が焼損した火

災です。 

（主な出火原因） 

  区分 
 

年 

放火（疑い

を含む） 
たばこ 

コンロ 

(食用油過熱

引火含む) 
火遊び 電気機器 

平成 30 年 3 5 1 1 1 
平成 29 年 6 3 0 0 0 
増△減 △3 2 1 1 1 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 1 仏向地区 3 
保土ケ谷南部地区 1 中央地区 3 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 2 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 1 和田・釜台地

区 
0 上新地区 2 

保土ケ谷西部地区 0 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 0 
権太坂境木地区 0 常盤台地区 0 上菅田地区 0 
岩井町原地区 1 川島東部地区 1 その他、未加盟 7 

                                                        計 24 件 

 ■救急状況                      (  )内は横浜市内 

  区分 
 

年 
件数 急病 

一般 
負傷 

交通 
事故 

その他 
※ 

１日 
あたり 

平成 30年 7,483(137,010) 5,089 1,342 450 602 30.8 
平成 29年 7,225(129,030) 4,922 1,254 448 601 29.7 
増△減 258( 7,980) 167 88 2 1 1.1 

 
※ その他には、自損行為・加害・運動競技・労働災害・火災・転院搬送等が 

含まれます。 
 

 ■火災事案 

   １ 平成 30 年 7 月 7 日(土)   岩井町 建物火災(負傷者１名) 

   ２ 平成 30 年 7 月 26 日(木)  仏向町 建物火災(負傷者なし) 

   ３ 平成 30 年 8 月 3 日(金)  峰岡町２丁目 建物火災(負傷者３名) 

   ４ 平成 30 年 8 月 9 日(木)  横浜新道上り 0.9 ㎞地点 車両火災(負傷者なし) 

   ５ 平成 30 年 8 月 19 日(日)  西谷町 車両火災(負傷者なし) 
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【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：河原 

TEL:334-6696 FAX:334-6699   

Email:sh00-kawahara@city.yokohama.jp 

 

４ 地域包括ケアシステム保土ケ谷区行動指針に基づく消防支援計画（試行）について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４  

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

※  モデル地区（権太坂境木地区）のみ  

 
 地域包括ケアシステム保土ケ谷区行動指針では、高齢者が住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを続けられるよう、重点取組分野に「介護予防」及び「生活支援の充実」

が掲げられています。 

この度、保土ケ谷消防署では、機動力を活かし、区役所･各関係機関とも連携しなが

ら、同指針が目標とする 2025 年までの８年間にわたり、高齢者世帯を中心に、計画的

な戸別訪問等の見守り支援を実施いたします。 

なお、本年度はモデル地区（境木本町及び権太坂一丁目･二丁目･三丁目）を設定し、

試行的に実施することとし、次年度以降に本格的な運用へ移行します。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署警防課 担当：判治 

 TEL: 334-6696 FAX: 334-6699 

 Email: no00-hanji@city.yokohama.jp 

 
５ 平成 30 年度 共同募金・年末たすけあい募金運動へのご協力について 

（区社会福祉協議会）…資料 区５  

【区社会福祉協議会より別途送付します】  

 
  例年 10 月１日より全国で展開される「赤い羽根共同募金」について、今年度も各自

治会町内会でのご協力をよろしくお願いいたします。 

共同募金の使途や実績などを掲載した「共募だより」や募金募集資材を９月 14 日～

22 日の間で、７月に確認させていただいたご指定配送先にお届けします。 

なお、各自治会町内会で取りまとめいただいた募金については 12 月中旬を目安にご

送金くださるようお願いいたします。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：井上 

 TEL: 341-9876 FAX: 334-5805 

Email: h@shakyohodogaya.jp 
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６ 区社会福祉協議会広報紙「社協ほどがや(第 44 号)」の配付について          

（区社会福祉協議会）…資料 区６ 

【区社会福祉協議会より別途送付します】  

 
区社会福祉協議会広報紙「社協ほどがや」（第 44 号）を９月下旬に発行いたします。  

つきましては、広報紙の自治会町内会各世帯への配布について、ご協力をお願いし

たします。  

広報紙は、９月下旬に、区社協委託業者を通じて各自治会町内会に配送いたします。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：高戸 

TEL: 341-9876 FAX: 334-5805 

Email:h@shakyohodogaya.jp 

 

７ 平成 30 年度「地域のつどい」で出された行政に対する検討依頼事項の提出について 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区７ 

【資料の送付はありません】  

 
  ６月 13 日より 30 日まで区内６会場で開催しました平成 30 年度「地域のつどい」で

出されました意見・提案約 207 件を精査の後、36 件の提言・要望事項としてまとめ、

８月 28 日に区長へ提出いたしました。 

行政で検討していただきました後の回答につきましては、10 月または 11 月の区連

会を経て、各自治会町内会にお返しする予定です。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区区政推進課 担当：春原 

 TEL: 334-6221 FAX: 333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

８ 「星天ニュース第 39 号」の発行について 

（道路局）…資料 区８ 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

 
  相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業についてのお知らせ「星天ニ

ュース」の第 39 号を発行しました。 

○平成 30 年 11 月に「上り線」の高架への切替えを予定しています。 

○天王町駅ではホーム上の整備、駅構内の整備を進めています。駅構内の整備は、

上り線の高架化後も、継続して行われます。 

○星川駅では上り線のレールの敷設が完了し、駅構内の整備を進めています。 

    また、駅付近では、電気設備工事や保安設備の設置も進めています。 
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【連絡先】 

道路局事業推進課 担当：堀田 

TEL: 671-2792 FAX: 651-6527  

Email: do-tetsudou@city.yokohama.jp 

 

９ 一人で悩まないで一緒に子育てしよう～子育てアンケートから見えた現状～につい

て 

（こども家庭支援課）…資料 区９ 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  平成 29 年度に、生後４か月～３歳児の子育て中の方を対象に、子育てに関するアン

ケートを実施しました。 

  結果からは、９割以上が子育てを楽しいと感じている一方で、同時に２割の方が子

育てに孤立感を抱いていることが分かりました。 

調査結果をもとに、子育ての現状と今後の取り組みについてまとめたリーフレット

を作成いたしましたので、各自治会町内会に１部お送りいたします。 

また、地域の皆様へは、職員がほっとなまちづくり等でご説明させていただきます。 

   

  ※リーフレットについては、区のホームページからダウンロードできます。 

保土ケ谷区 平成３０年度子育てアンケート☚検索 

また、必要部数をご連絡いただけましたら順次お届けいたします 

   

【連絡先】 

保土ケ谷区こども家庭支援課 担当：森山・桜川 

TEL: 334-6323 FAX: 333-6309 

 

10 横浜国立大学常盤祭での健康啓発ブース出展について 

（福祉保健課）…資料 区 10 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
  平成 30 年 11 月３日(土)・４日(日)に横浜国立大学キャンパスで行われる常盤祭に

おいて、保健活動推進員・食生活等改善推進員・大学祭実行委員と区役所が協働し、

若い世代への健康啓発のためのブースを出展します。(常盤祭の開催期間は 11/2～

11/4） 

つきましては、自治会町内会掲示板における告知ポスターの掲出にご協力をお願い

します。 

   

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：髙橋 

TEL: 334-6347 FAX: 333-6309 
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11 保土ケ谷区感震ブレーカー等設置推進事業について 

（総務課）…資料 区 11 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  横浜市では、震災時の被害軽減を目的に、地震による住宅からの出火を防止する「感

震ブレーカー」の設置補助を行っています。 

  引き続き、特に設置の必要性が高い市制度対象地域につきましては、制度利用に関

する御相談、申請書類の事前確認などを区役所でお受けいたします。市制度の申請期

間は 11 月 30 日までとなりますので、地域での設置について御検討ください。 

  また、市補助制度の対象外地域も利用できる区独自の補助を今年度から開始し、７

月末を申請期限としていましたが、引き続き制度利用を希望する自治会もあり、区制

度の申請期間を 12 月 28 日まで延長することといたしました。 

  補助制度を活用した感震ブレーカーの設置について、お気軽に御相談ください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：三瓶・海野 

TEL: 334-6203 FAX: 334-6390 

Email: ho-saigai@city.yokohama.jp 

 

12 県のたより 10 月号における増ページについて 

（区政推進課）…資料 区 12 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  県のたより 10 月号について､４ページ分増やして発行する旨、神奈川県より連絡が

ありました（通常月 全８ページが 10 月号は 12 ページとなります）。 

増ページ部分には､県内の魅力発信を効果的に行うため、「秋のお出かけ特集（仮）」

の掲載を予定しているとのことです。 

  一部当たりの配布量が増加することにより、配布ご担当者様には大変ご負担をおか

けすることになりますが、各世帯への配布につきまして、ご理解とご協力を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：天野 

TEL: 334-6221 FAX: 333-7945  

Email: ma04-amano@city.yokohama.jp 

 

13 「平成 30 年度 ほどがや区民まつり」ポスター掲出について 

（ほどがや区民まつり実行委員会事務局）…資料 区 13 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
  平成 30 年度「ほどがや区民まつり」のポスターの掲出をお願いします。 
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今年は、10 月 20 日（土）（荒天の場合は、21 日（日）に順延）、県立保土ケ谷公園

で開催し、子ども向けのイベントを数多く実施します。 

皆さま、お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：溝口 

TEL: 334-6302 FAX: 332-7409 

Email:ma01-mizoguchi@city.yokohama.jp 

 

14 回覧依頼・掲示依頼・資料提供 

…資料 区 14 

【回覧依頼】 

・「保土ケ谷区 体協レポート」第 26 号               （区体育協会） 

・「防犯かながわ」第 155 号             （神奈川県防犯協会連合会） 

・保土ケ谷区健康づくり月間について               （福祉保健課） 

 

【掲示依頼】 

・「横浜地区無料調停相談会開催」ポスター       （保土ヶ谷民事調停協会） 

・「かがやきクラブ保土ケ谷 第 14 回ダンスパーティー」ポスター 

  （区老人クラブ連合会） 

 ・消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」９月号    （経済局） 

 ・「保土ケ谷区ロコモ予防講演会」ポスター         （高齢・障害支援課） 

 ・「第 18 回ほどがや生涯学習フォーラム まなぶん祭り」ポスター  （地域振興課） 

 

【資料提供】 

・平成 30 年度「違法駐車及び放置自転車･バイククリーンキャンペーン」 

横浜市実施要綱（道路局） 

 
15 700MHz 携帯基地局からの電波によるテレビ受信障害と対策について（区連会４月定

例会議題再周知）                

（700MHz 利用推進協会）…資料 なし 

【資料の送付はありません】  
 

一般社団法人 700MHz 利用推進協会が、テレビの地デジ移行で空いた電波帯（700MHz

帯）を携帯電話等で利用するための移行促進を行っています。 

その一環として、この度、移行のための試験電波が 12 月 13 日に保土ケ谷区全域を

対象に発射されます。 

アンテナの向き･種類等の条件によっては、試験電波の影響により、テレビの受信障

害が発生する可能性があります。 

そのため、推進協会では、受信障害対策等に取り組んでおり、委託会社の㈱協和エ

クシオより、想定される影響の程度に応じて、市民の皆様にご案内が行われます。 
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  案内を行うことにより、信用性への不安を感じる方もいらっしゃることが予想され

ます。本件についてご承知おきいただくとともに、対策員を装った詐欺等への注意も

必要になるため、自治会町内会での情報共有についてご協力をお願いいたします。  

  なお、本件について、地域の方からお問い合わせがあった際は、推進協会のコール

センターをご案内ください。  

  700MHz 帯の整備完了までは、概ね２年を予定しております。  

＜対策員による案内方法＞  

・ご家庭のアンテナの向き･種類等を対策員が目視確認し、対策が必要な場合は、案

内チラシを投函します。その後、対策員が直接訪問し、対策工事の内容等につい

て説明します。  

＜留意点＞  

・訪問する対策員は、対策員証を携帯し、黄色の腕章を付けています。不審に思っ

た場合は、対策員証に記載されている氏名及びＩＤ番号を推進協会コールセンタ

ーに問い合わせることで、対策員の従事を確認できます。 

・受信対策に係る費用は全て推進協会が負担します。費用の請求や物品の販売はあ

りません。 

 

【連絡先】 

  一般社団法人 700MHz 利用推進協会 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター 

  TEL：0120-700-012 

  受付時間：午前９時～午後１０時（土日祝祭日及び年末年始も含む） 
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Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

10 月定例会 

  ◎開催日 平成 30 年 10 月 18 日（木） 午後２時００分～ 

  ◎場 所 保土ケ谷区役所本館２階 ２０２会議室 

 

  

 

 
★保土ケ谷区連合町内会長連絡会へのホームページへアクセス！！！  

 保土ケ谷区の自治会町内会に関する情報や、区連会定例会のレジメが随時更新されて

いますので、お気軽にアクセスしてください。  

 http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保⼟ケ⾕区連合町内会⻑連絡会 
 

検 索 


